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CO2吸収源・平地林の植樹再生活動の続報 

（左上）コナラの苗木鉢を

植えて 1年の成長 
 

（左下）45平米の森を切り
開いて、コナラ幼木を植樹 

 
（右）埼玉県植樹エントリ

ーパンフレット 
 
 
 
 
 

	 本誌 2009年 3月号に「コナラドングリから苗木を育て、平地林の植樹再生

へ」と題した巻頭言を書きました。今回は、その後について書き表します。 

	 平地林の本格的な更新がなされなくなって 30年以上。（仮称）「川越市森林

公園計画地」内で、平地林の保全再生活動を主旨としている「川越緑のサポ

ーター」の活動から見ると、高い樹高になり強風での倒木と太枝の落下、赤

松の立ち枯れで平地林から姿を消した樹は、1年間で 20本以上になります。

これらの補植用に昨年度、コナラの幼木 382本を植樹しました。川越南文化

会館の自転車置場の花壇に植えた 52本の成長が、予想を超え、樹高 1.5mを

超えたのが 24本。落ち葉堆肥を多く混ぜた培養土、陽射し時間の多い花壇、

水切れさせない補水の手入れでの成長でした。一部成長の大きい樹は、大き

な鉢に植え替えて畑地に移動しました。根張りをよくして、来春には森に植

樹の段階になります。2010年 3月に新会員の歓迎イベントとして「森のポイ

ントラリー」を開催。この中でコナラ幼木を採取、植樹するポイントを設置。

森を切り開いた所に 55本が植樹できました。 

	 これは、埼玉県が展開中の「1人 1本植樹運動」に参加することにもなり

ました。パンフレットには、樹を植えたら植樹エントリーをしてくださいと

あります。県のみどり再生課が行っており、問い合わせると「鉢植えでも植

樹となります」との返答でした。京都議定書の「森林吸収源」を広める運動

になっています。川越市で、春と秋に苗木配布を市民に行っているので、こ

の植樹運動に参加する市民が多数出ると思います。人間が社会活動を続けて

いく中で、CO2低減を考えた行動に「森林吸収源」の認識が増えることを願

っています。  かわごえ環境ネット理事	 金子晃 
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かわごえ環境ネットの活動報告 
第 8回かわごえ環境フォーラム

 
村上副理事長の開会あいさつ 

 
小瀬理事長のあいさつ 

 
初雁興業(株)の発表

 
フリップを使った原嶋さんの発表 

 
福原こどもエコクラブは家族で発表 

 
自然環境部会の活動報告 

 
石川先生の講演 

 
石川先生との質疑応答 

 
図書館における「クラッセの環境デイ」 

	 かわごえ環境ネットの主催行事としてすっか

り定着した第 8回かわごえ環境フォーラムが、2

月 20 日（土）10:00-16:30 にクラッセ川越 6 階

の川越駅東口多目的ホールにおいて開催されま

した。会場には、常時 50~70名程度の来場者が

あり、発表や講演に対して熱心に耳を傾けてい

ました。 

1.市民・民間団体･事業者の環境活動報告会 

	 10:15から休憩を挟んで 13:15まで、7件の環

境活動報告がありました。 

	 事業者の発表は、初雁興業(株)の「雑草抑制

処理工法」についての説明がありました。アー

クサンド（ごみの焼却灰を利用した再生砂）を

厚さ 10cm に均等に敷いて雑草の生えにくい環

境を作れるとのことでした。また、維持管理費

及び労力の低減が期待できるとの説明がありま

した。 

	 芝浦工業大学の「アースデイ・イン・川越 

立門前におけるエコマネー使用が環境意識向上

に及ぼす効果に関する実験」では、昨年より参

加者も増加したとのことで、参加者の環境意識

が一層向上するよう改善していきたいとのこと

でした。 

	 金子廣行さんの｢環境意識の違い ストックホ

ルムと川越市｣では、太陽光パネルは地理的に太

陽高度が高くならないので多くは壁面に取り付

けられているとのことでした。また、公衆道徳

の意識が乏しく、立ち小便や落書きにタバコの

ポイ捨てなどが目に余り、市民の意識が大きく

影響しているのではないかとのことでした。 

	 EM ネットワーク小畔の原嶋昇治さんの｢南

小畔川の清掃と水辺再生 100プラン｣では、水辺

清掃や川の生きもの調査の苦労話と水辺再生 1

00プランに選ばれた経緯の説明がありました。 

	 「クリーン&ハートフル川越」武田さんの｢水

と緑と伝統のまち川越・12回探訪・ついでにク



月刊 かわごえ環境ネット	 2010年 4月号	 No.042 

- 3 - 

リーン｣では、市中心部の清掃だけでなく、月一

回コースをウォーキングして市民が川越市の川

と歴史のまちを知ってもらう計画を立てたので

奮っての参加を呼びかけられました。 

	 宮岡アイ子さんと福原こどもエコクラブの

｢雑木林のエコ利用と土のひみつ｣では、雑木林

での楽しい体験を子どもたちが発表してくれま

した。 

	 大久保彦さんの｢埼玉県菌類（きのこ）絶滅危

惧種と珍しいキノコ｣では、スライドを用いて珍

しいキノコの説明がありました。 

	 いずれの発表にも活発な意見交換があり、環

境問題の意識の高まりを感じさせた活動報告会

でした。           （宮澤宏次） 

2.かわごえ環境ネットの活動報告 

	 社会環境部会の渡辺利衛代表と、自然環境部

会の大辻晃夫代表と賀登環さんから、かわごえ

環境ネットの活動報告がありました。 

	 社会環境部会の発表では、「地球温暖化対策」

「地域・ごみ資源化推進」「まち美化活動」の 3

つの目標を掲げて行っている 11 項目の活動に

ついて説明がありました。 

	 自然環境部会の発表では、（仮称）川越市森林

公園計画地、池辺公園での保全活動、これらの

公園等に加え、鯨井・なぐわし公園予定地周辺

の湧水堀、安比奈親水公園周辺の水路での生き

物モニタリング調査（植物と魚類）活動、仙波

河岸史跡公園での自然環境パトロールと植物調

査、市外での自然観察会・湧水探訪会について

の報告がありました。 

3.講演会「江戸の生活に見習えるか？」 

講師：石川英輔先生 

	 かわごえ環境フォーラムで講演を検討すると

きに必ず名前の上がっていた作家の石川英輔先

生をお招きして、「江戸の生活に見習えるか？」

というテーマの講演会を開催しました。 

	 石川先生は、作家、SF作家であり、江戸研究

の第一人者と目されています。今回は、『大江戸

えねるぎー事情』などのノンフィクションにお

ける膨大な資料収集と、エコ生活の実践に裏打

ちされた講演を、とてもわかりやすい例え話を

交えて聞くことができました。 

	 例えば、1日 1人 10万 kcal=石油 10Lを消費

する現代の日本人、65kg の人が 1100kg の車で

移動することの無駄、江戸が 0kcal のカーボン

ニュートラル（薪や炭などの再生可能資源を使

っていたので、CO2 排出が相殺されたこと）で

あったこと、稲作文化の中で循環型社会が意識

されずに形成されていたことなどの話がありま

した。 

	 また、老人病といわれていた時代から、世代

を問わない高エネルギー生活による生活習慣病

に至る経緯から、現代の不健康な生活を説き、

なるべくエネルギーを使わない生活が、自分の

健康のためにも大切であり、結果的に地球のた

めになることを説いて講演が終わりました。 

	 ということで、江戸の生活をそのまま実践す

るのは難しいことなのですが、江戸の生活とい

う日本の先達の知恵に学ぶことを、これからの

日本、さらには世界にアピールすべきであると

感じ、お話を聞くことができました。 

4.その他 

	 ロビーでは、4 件の出展者によるポスター展

示がありました。また、「クラッセの環境デイ」

と称して、クラッセ川越の 3階にある図書館で

環境に関する本の展示が、5 階にある国際交流

センターでは、6 か国語のごみ分別パンフレッ

トの配布がありました。多くの方々が環境のこ

とを考える 1日となりました。 

	 次回は、来年 2月にかわごえ環境フォーラム

を 10 周年記念事業のメインイベントとして特

別な催しを開催する予定です。どうぞご期待く

ださい。 （前書きと 2,3,4の文責：小瀬博之） 
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第 9回環境まちづくりフォーラム・埼玉 

 
米澤実行委員長の開会あいさつ 

 
小沢環境大臣からのメッセージ 

 
川合川越市長からのメッセージ 

 
太陽光発電の展示に集まる親子連れ 

 
広々とした会場での展示会 

 
森 良さんによる全体まとめ 

	 3月 13日（土）に開かれた「第 9回環境まち

づくりフォーラム・埼玉」（第 9回環境まちづく

りフォーラム・埼玉実行委員会）は、10時から

川越市民会館やまぶき会館で、かわごえ環境ネ

ット会員である米澤実行委員長の開会あいさつ

で始まりました。近隣の 10市 2町の環境問題に

熱意を持って取り組んでいる人たちが集まりま

した。 

	 ついで、温室効果ガス 25%削減「チャレンジ

25」を強く訴える小澤環境大臣のメッセージが

ビデオ放映されました。川越ケーブルテレビが

大臣室で 3月 11日に直接取材したものでした。

いままでだと、環境省の出先機関の長が代理で

祝辞を読み上げるのが当たり前でしたが、環境

新時代のこの催しに、積極的にわれわれの願い

を聞きいれ、貴重な時間を割いてくれました。

また、川越市長も、「環境みらい都市」に選ばれ

た川越市の環境に対する熱い思いを川越ケーブ

ルテレビのビデオメッセージで参加者に訴えま

した。 

	 10時半から「環境を活かしたまちづくり」と

題した、かわごえ環境ネット理事長の小瀬さん

の基調講演がありました。われわれのかわごえ

環境ネットの活動を中心に、市民と行政の協働

によるまちづくりの方向を示し、参会者の共感

を呼ぶことができ、午前の部を終えました。 

	 一方、近くの中央図書館 3階では、関係団体

のパネルが広い展示場いっぱいに展示され、多

くの見学者が訪れました。アンケートに答えた

人には省エネの LED ランプなどが当たる抽選

が用意されましたが、抽選券がなくなるほどの

見学者でした。 

	 市民会館の駐車場の一角で、太陽光分科会の

野外イベントが開かれました。天気も良くてい

っぱいの太陽光を受けた発電のデモンストレー

ションが繰り広げられました。太陽光発電によ

る噴水やシャボン玉などに子供らがかわるがわ

る参加し、にぎやかな歓声に包まれました。 

	 午後は、市民会館や市役所 7階の会議室を利

用して 6分科会が開かれました。温暖化対策分

科会では、かわごえ環境ネット会員の松岡寿賀

子さんと齋藤眞之助さんの体験発表、川越市環

境部の箕輪主査の「小中学校全校に太陽光発電

システムを設置」の発表がありました。 

	 太陽光分科会は今後の技術動向などの情報交

換で盛り上がり、緑化分科会、里川づくり分科

会、ごみ分科会なども、予定を上回る参会者で

討議を深めることができました。大学交流分科

会では、活発な意見交流ができる雰囲気作りの

工夫が話題を呼びました。ゲーム感覚のグルー
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プストーミングの中から、環境問題に対する若

い力の連帯が生まれたと好評でした。 

	 17時からは、各分科会リーダーによる報告が

あり、環境アドバイザーの森 良さんからの講評

を受けました。それぞれの分野からの環境への

取り組みが、コミュニティーの再生、絆の深ま

りにつながり、地球環境を救う道につながるこ

とが強調され、今回のフォーラムの成功を実行

委員会とともに確認しました。 

	 なお、川越での開催のため、運営スタッフと

してかわごえ環境ネットの会員の協力があり、

関係者からお礼がありました。 （武田侃蔵） 

池辺公園の近況報告（3月 12日） 自然環境部会 
	 3 月に入ってからも雪が降り、春は未だ程遠

い感じが致しますが、池辺公園ではあちこちに

春の芽生えが見られます。その姿のいくつかを

お見せいたします。      （大辻晃夫） 

 
芽が伸びだしたキツネノカミソリ 

 
2月に移植したキツネノカミソリもしっかりと根付きました 

 
昨年は、花を咲かせず消滅してしまった、アズマイチゲ 

（準絶滅危惧種）が今年も芽を出しました。 
今年は咲いてほしいものです。 

 
アズマイチゲの花（図鑑より引用） 

◆かわごえ環境ネット会員募集中！ 

本会は、川越市の環境に関する情報の提供や活動の場の提供、 

そして実践活動を行っている環境パートナーシップ組織です。 

この冊子を毎月お手元に届けます。ぜひご入会ください。 

本会の活動の概要を説明したパンフレットは、川越市役所 5階 

の環境政策課窓口又は本会ホームページで入手できます。 
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会員の活動報告 
本年第 1回目の「落書き消し」 クリーン&ハートフル川越 

 
電柱の高いところに違反広告が 

 
消したところだけが白く残る看板 

 
電柱で消えないペンキ落書き 

	 3月 19日（金）の午後 1時半から、本年第 1

回目の落書き消しを行いました。本川越駅前に

集合しましたが、川越市都市景観課の違反広告

などの取り締まりも同時に行われました。事前

の調査で指摘のあった川越駅西口に回り、川越

市の看板や東京電力の変圧器などの公共物の落

書きを消しました。「写楽」の字が 4か所ほどで

ありましたが、川越駅周辺でひどいものはあま

りありませんでした。ただ、東口の電柱 2本で、

落書き消しでは消えないペンキ落書きがあり、

別の溶剤の準備が必要でした。 

（武田侃蔵）

流域及び環境行政への取材報告

国土交通省荒川上流河川事務所河川環境課

 
『水と緑のネットワーク荒川』と題した冊子 

	 川越市の旭町に大きなパラボラアンテナの塔

が 2基立っています。朱色のやや高いのがNTT、

道路を隔てて茶褐色の 50 メートルの塔が荒川

上流河川事務所のもので、関東一円の水害対策

情報の収集発信に使われています。その塔の下

に事務所があります。 

	 数ある課の中に「河川環境課」があります。

国土交通省の河川や砂防の事務所は、関東で 24

ありますが、「河川環境課」があるのは、川越市

の荒川上流河川事務所と、横浜市にある京浜河

川事務所だけです。全国でも、北海道と沖縄を

除いた 169か所のなかで、わずか 14事務所にし

かなく貴重な課です。設置されたのは 2004（平

成 16）年で、現在の伊藤課長は 4代目です。 

	 「河川環境の保全と新たな自然創出へのとり

くみ」を掲げて、自然再生関連事業として工事

予定箇所の植物や動物の調査、毎月の定点の水

質調査、魚類の遡上調査、ビオトープの整備な

どに取り組み、埼玉県生態系保護協会とも連携

して事業を進めています。入間川の菅間堰付近

で希少植物のアゼオトギリの移植もしました。 

	 川越周辺では「三ツ又沼ビオトープ」「越辺川

ビオトープ」「高麗川浅羽地区・ふるさとの川再

生事業」などがあり、地元の人たちが行政と協

働で管理保全に取り組んでいます。川越市の史

跡として整備された河越館跡史跡公園近くの入

間川にビオトープが整備されて、「水と緑と伝統

のゾーン」が作られるのも夢ではないようです。

これらの活動と多彩な自然の姿をまとめた冊子

が作られています（写真）。「河川環境課」の活

動が、市民と行政を結ぶ絆の役割を果たし、こ

れも時代の流れかもしれません。（武田侃蔵）
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新河岸川流域川づくり連絡会

	 国土交通省荒川下流河川事務所が運営してい

る「新河岸川流域懇話会」の平成 21年度 7回目

の会合が 3月 9日（火）19時から、清瀬市の野

塩地域市民センターで開かれました。夕方から

あいにくの雪になりましたが、支流の柳瀬川、

黒目川、空堀川などの関係者を含め 17名が参加

しました。平成 21年度の活動を振り返り、平成

22 年度の活動に向けての事務局案が出されま

した。 

	 「総合治水対策の推進と健全な水循環を取り

戻すために、市民から意見を貰う場」としたい

との方向が示され、討議の機会を持つことが提

案されました。 

	 次いで、川の清掃などの経費負担が財政難の

ために、川の管理者の県か、ごみ処理の市かと

もめるケースが報告され、川清掃運動の難しさ

が深刻な問題となっています。 （武田侃蔵） 

資源化センター落成式

 
小中学生もいっしょにテープカット 

 
左のつばさ館から渡り廊下で施設見学 

	 鯨井地区に用地を定めてから

35年、機種選定などにも紆余曲

折を経た新清掃センターは、環

境新時代にふさわしい「資源化

センター」の名称で完成し、3

月 28日（日）に関係者多数を招

いて落成式を行いました。 

	 10時のテープカットには、市

長、市議会議長に地元自治会支

会長と地元の小中学校代表の 5

人で行われ、10 時 30 分からつ

ばさ館 3階の研修室で記念式典

が行われました。11時過ぎから

場内見学が初めて行われました。 

	 啓発施設のつばさ館は、1 階

にリサイクルのモニュメントポ

ールが 4本立てられ、来館者を

ドキッとさせます。それぞれ

缶・ペットボトル・びん・紙が

びっしり詰め込まれています。

その先に展示コーナーや家具と

自転車の再生室、2 階は体験室

などがあり、3 階は大きな研修

室が用意されています。その 3

階から渡り廊下でリサイクル棟

の 3階へ、熱回収施設は緩やか

な上り廊下で 4階のホッパー操

作が見られるような見学コース

が設けられ、コーナーごとにボ

タンを押すと説明する機器が設

置されていました。4 月 1 日か

らの本稼動後に、もう一度見学

して報告の予定です。 

（武田侃蔵） 

川越市からのおしらせ

市民向けエコドライブ教習会を開催しました。 環境政策課

 
実車走行教習の様子	 

	 市では、自動車から排出される温室効果ガス

を削減し、地球温暖化の抑制に寄与していくこ

とを目的として、環境にやさしい運転「エコド

ライブ」の普及を推進しています。 

	 これまで、行政が率先して実践するべきとの

考えにより、市職員を対象にエコドライブ教習

会を実施してきましたが、市民の皆様にもエコ

ドライブを知っていただき実践いただくため、2

月 27日（土）に、農業ふれあいセンターにおい
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て、市民向けのエコドライブ教習会を開催しま

した。市民向けの開催は、本市では初めての試

みでしたが、14名の市民の方が受講されました。 

教習では、エコドライブの必要性や方法などに

ついての講義に加えて、燃費計を装着したレン

タカー（5 台）を使用しての実車走行を行いま

した。 

	 実車走行は、各受講者が「いつもどおりの運

転」と「エコドライブ」で同一のコースを 1周

ずつ走行し、自身の走行について、燃費などの

違いを確認しました。 

	 全受講者のデータを平均すると、エコドライ

ブでの走行は、いつも通りの運転と比べて、燃

費が 12％改善しているという結果となりまし

た。 

 

川越市資源化センター本稼動 資源化センター

 
資源化センター全景 

	 平成 18年度より、川越市鯨井地内において建

設を進めていました、川越市資源化センターが

竣工し、本年 4月 1日（木）から本稼動しまし

た。 

	 資源化センターは、熱回収施設、リサイクル

施設、草木類資源化施設、環境プラザ（愛称つ

ばさ館）など廃棄物関連の複合的な施設となり

ます。 

	 熱回収施設では、川越市で初めてごみ処理施

設に発電設備を設置し、焼却により発生する熱

エネルギーを回収し、発電を行います。 

	 リサイクル施設では、びん・かん・粗大ごみ・

その他プラスチック製容器包装などを処理し資

源化を行います。 

	 草木類資源化施設では、従来、ごみとして焼

却処理されていた、公園や学校の植木せん定枝

や刈草などをチップや土壌改良材として資源化

します。 

	 環境プラザ（愛称つばさ館）では、ごみの発

生抑制（リデュース）、再利用（リユース）、再

生利用（リサイクル）の 3R 普及、リサイクル

体験、情報発信、交流活動の拠点となる施設で

す。また、ごみとして出された家具や自転車を

修理・再生し、実費頒布も行います。

理事会・専門委員会からの報告

理事会

	 第 12回理事会を 3月 29日（月）に川越市役

所第 1委員会室で開催しました。理事の出席者

は 11名（うち委任者が 3名）でした。また、理

事会に先立ち、2010年度の活動方針と事業計画

を調整する拡大企画会議を開催しました。主な

議事は次のとおりです。 

	 総会の日程及び終了後に懇親会を開催するこ

とを決めました。 

	 拡大企画会議で話し合われたことを報告しま

した。主な内容は、2009年度の基本方針を踏襲

するとともに「生物多様性の保全と再生の推進」

を加えること、10周年記念事業の 2大事業とし

て2011年2月に実施予定のワールドカフェと出

版を位置づけること、地球温暖化対策の推進と

してエコドライブ講習会実施すること、会員へ

の啓発活動や事業者の交流を行うこと、会員サ

ービスの充実として、会員の意識やニーズの把

握、会員が書き込めるブログの作成、名刺のフ

ォーマットの作成などです。 

	 次年度事業計画について各部会で検討した内
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容を書面にて提出してもらい確認しました。 

	 これらの内容をもとに、総会議案書の素案を

作成することにして、次回理事会で審議するこ

とにしました。 

	 10 周年記念事業のシンボルマークと標語が、

原案の通り承認されました。  （小瀬博之）

社会環境部会

	 2009（平成 21）年度の最後の社会環境部会例

会が、3月 10日（水）に 9人が参加して行われ

ました。 

	 2月 20日の第 8回環境フォーラム運営のスタ

ッフに対するお礼が代表からあり、続いて理事

会の報告が行われました。23日に行われる社会

環境部会主催の近隣市のリサイクル施設の見学

勉強会募集が 2月 25日の市の広報に掲載され、

市民からの応募を含めて 25人になり、残りわず

かとの報告がありました。また、3月 13日にや

まぶき会館などで開かれる「第 9回環境まちづ

くりフォーラム・埼玉」開催にあたり前日の準

備、当日の受付や会議室の机整備、パネル展示

場の補助など、応援スタッフの確認等がありま

した。 

	 エコライフ DAY のチェックシートの全公民

館から回収された回答の集計作業の結果が齋藤

眞之助さんから報告され、665 名の参加 CO2換

算で 617,466gの削減となりました。 

	 事業計画表については、詳しく読みあわせを

して討議しました。クリーン&ハートフル川越

が計画している「水と緑と伝統をめぐり、つい

でにクリーン」は、社会環境部会として応援す

る方向でまとめ、全体計画を了承しました。ま

た、来年度の役員について代表に原嶋昇治さん、

副代表に宮沢宏次さん、会計に齋藤眞之助さん

を指名し、満場一致で決定しました。 

1）地球温暖化対策グループ関係では、緑を増や

す運動として、レモン、甘夏の鉢あげ作業を 3

月 15日として作業者を決めました。また、県の

「温暖化対策推進員」に斉藤眞之助さんに代わ

って宮沢宏次さんを推薦しました。 

2）環境保全・資源化推進グループでは、川越小

学校の支援授業として菜園講座が候補に上がり、

協議を進めていることと、4 月から開設される

資源化センターの研修室で「ごみ減量勉強会」

の企画を検討中との報告がありました。 

3）まち美化グループでは、3 月 19 日の「落書

き消し」と、4 月から毎月第 3 土曜日に実施す

る「水と緑と伝統をめぐり、ついでにクリーン」

計画への協力要請がありました。 

（社会環境部会代表	 渡辺利衛）

自然環境部会

	 2月 20日（土）は、第 8回かわごえ環境フォ

ーラムがクラッセ川越で開催され、自然環境部

会からは、平成 21年度の活動状況を報告しまし

た。 

	 3月 12日（金）、川越市役所 7G会議室におい

て、3月度の自然環境部会が 11名の参加で開催

されました。最初に川越市森林公園計画地での

活動状況報告と一昨年に蒔いたキツネノカミソ

リの 35本が芽を出したとの報告がありました。

また、池辺公園の近況報告（詳細は、記事をご

覧ください）もありました。 

	 次に、新年度事業計画（案）の討議を行いま

した。前月討議の修正案を基に議論を重ねた結

果、合意できる内容でまとまりました。最後に、

4 月の行事に予定していた和光市・白子の湧水

とカタクリの花の観察会について討議した結果、

予定通り 4月 23日（金）にバス利用で実施する

ことが決まりました。 

（自然環境部会代表	 大辻晃夫）
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10周年記念事業実行委員会（記念出版編集会議）
	 3月 18日（木）5回目の記念出版編集会議を

生活クラブくらぶルームで行いました。冊子に

掲載する方法やタイムスケジュールの検討を印

刷所の方を交えて話し合いました。 

	 8 月に第 1 弾の原稿提出を予定したので、調

査、観察会とやることが目白押しです。 

	 次回は 4月 15日（木）10:00から生活クラブ

くらぶルーム（川越市東田町 5-12 Tel.049-247-

2555）で行います。 

	 興味のある方は、横山（Tel.049-246-9319）ま

でおしらせください。    （横山三枝子） 

 

かわごえアジェンダ 21推進委員会
	 3月 29日（木）の理事会後に第 2回委員会を

開催しました。出席者は小瀬、村上、横山、武

田、渡辺、大辻、宮澤、原嶋（敬称略）の 8名

でした。 

	 本年度のチェックシート（市民編）の実施結

果を確認しました。次の 7つのイベント・講演

会等において約 360名に記入いただきました。 
No. 月日 対象 人数 
1 6月 川越第一中学校家庭教育学級 約 30 
2 6月 福原中学校家庭教育学級 約 20 

3 7月 
東洋大学環境共生学履修者・小

瀬研究室学生 78 

4 10/25 
2009 アースデイ・イン・川越
立門前 82 

5 11/8 さいたまエコフェスティバル 46 
6 11/14 北公民館かんきょうまつり 50 
7 2/14 自治連名細支会講演 59 

	 これらのチェックシートを小瀬、村上、横山、

宮澤の 4名で分担して 5月 15日までにデータ入

力した上で、小瀬が集計結果を次回委員会（5

月 28日）で報告することにしました。なお、チ

ェックシートについては、次年度も川越市民を

対象としたイベントや講演会において実施する

ことにしました。 

	 川越市が編集・発行している第二次川越市環

境基本計画年次報告書『かわごえの環境』の平

成 22年度版における「市民・事業者の環境への

取組状況」について内容を検討しました。昨年

に準じて、次のような項目と担当を決め、次回

委員会を目処に原稿を執筆することになりまし

た。 
No. 内容 担当 
1 かわごえアジェンダ 21の推進状況 小瀬 
2 第 8回かわごえ環境フォーラム 小瀬 

3 
川越のアメニティを考えるシンポジウ

ム 
小瀬 

4 川の一斉水質調査 小瀬 
5 アースデイ・イン・川越 2009 武田 
6 北公民館かんきょうまつり 武田 
7 池辺公園における保全活動 大辻 
8 湧水の保全と再生に関わる活動 大辻 
9 雑木林の保全に関わる活動 賀登 

10 まち美化活動 武田 
11 エコライフ DAY集計結果 齋藤 
12 南小畔川の清掃活動 原嶋 
13 新河岸川広域景観プロジェクト 武田 

＊担当は、活動実施者または本誌の執筆担当者とする 

	 10 の重点プロジェクトの推進状況について

確認を行いました。すべての項目について、何

かしらの活動がなされていることを確認しまし

た。重点項目を念頭に置きながら、引き続き活

動を実施していくことにしました。（小瀬博之） 

おしらせ

【再掲】かわごえ環境ネット理事立候補者募集（4月 12日事務局必着）
	 2010年度は役員改選の年であり、会員から立

候補者を募集し、総会において決定いたします。

つきましては、会員のみなさまにかわごえ環境

ネットの将来を考え、運営に携わる理事への立

候補を募集します。 

	 任期は 2010年度総会開催日から 2012年度総

会開催日までの 2年間で、個人会員と団体会員

（事業所、民間団体及び行政）から募集します。 

	 立候補される方は、3 月郵送資料に同封され

ている「かわごえ環境ネット理事立候補申込用
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紙」に必要事項を記入し、4 月 12 日（月）（必

着）までにかわごえ環境ネット事務局にご提出

ください。 

	 詳しくは、郵送資料同封のお知らせ又はかわ

ごえ環境ネット事務局にお問い合わせください。

2010年度総会について・会費納入について（会員のみなさまへご案内とお願い）
	 会員のみなさまへは、3月 26日付郵送資料に

てご案内申し上げましたが、改めて本誌におい

て連絡申し上げます。 

	 2010（平成 22）年度総会は、本会会則第 7条

の規定に基づき、5 月 16 日（日）10:00-11:30

に川越市立博物館視聴覚ホールにて行われます。

会員のみなさまの出席をお待ちしております。

出欠のはがきにつきましては、4月 23日（金）

必着で投函をお願いいたします。当日欠席され

る方は、委任状の記入もお願いします。 

	 終了後、近隣において懇親会を開催する予定

です。日ごろより活発な環境保全活動をされて

いる会員みなさまとの情報交換を行い、また相

互交流を深めることにより、今後さらに活発な

活動が展開されるようになればと思います。 

	 また、会員のみなさまにおかれましては、本

会会則第 5条の規定により、平成 22年度（201

0年度）の会費をお納めください。5月 14日（金）

までにお願いします。 

	 これらのことに関する問い合わせは、かわご

え環境ネット事務局までお願いいたします。 

 

かわごえ環境ネット設立 10周年記念シンボルマークを制定

 

 

	 2000年 8月 5日に設立されたかわごえ環境ネ

ットは、今年度で設立 10周年を迎えました。こ

の 1年間記念事業を実施するにあたり、10周年

を周知するためのシンボルマークと標語を制定

しました。 

	 2000年に設立されて 2010年に 10周年を迎え

ること、「!!」「!?」にも見える右側のマークで活

動的な側面を見せること、そして本会のシンボ

ルマークを配して、本会のマークであることを

意図しています。 

	 標語は、「10周年 豊かな環境を未来へ」とし

ました。これまでの 10年間を総括するとともに、

10年後に来る低炭素社会、自然生態系の保全が

なされた社会への道筋をつけ、その結果、次の

世代までにもたらされるであろう豊かな環境に

思いを馳せる気持ちを込めています。 

	 本会の行事において使用するとともに、本会

の 10 周年記念事業に賛同していただける方な

どに使っていただきたいと考えています。 

かわごえ環境ネット主催・出展行事（記号の凡例はイベントカレンダーをご参照ください）

●自然環境部会（2010年 4月度） 

日時：4月 9日（金）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

（川越市元町 1-3-1） 

	 毎月第 2金曜日に開催で次回は 5月 14日 

★（仮称）川越市森林公園計画地 植物調査 

日時：4月 13日（火）9:30-12:30 

場所：川越南文化会館（ジョイフル） 
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（川越市今福 1295-2） 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 ツリガネニンジンの保全活動、巣箱の利用度

調査、希少種調査など。事前連絡はいりません。

毎月第 2火曜日に調査を実施。 

◆広報委員会（2010年 4月度） 

日時：4月 13日（火）13:00-14:00 

場所：川越市役所 5階フリースペース 

◆理事会（2010年度第 1回） 

日時：4月 13日（月）14:00-17:00 

場所：川越市役所地階修養室  

★「川越の自然めぐり」（第 3回） 

日時：4月 14日（水）9:00集合 

集合：川越水上公園正門前（川越市池辺 880） 

案内講師：井田茂雄さん 

問い合わせ：賀登（049-234-9366） 

	 水上公園にはヤマエンゴサクなど希少種が自

生しており、ボランティアで保全活動をしてい

る方の案内で観察会です。 

	 5月 12日（水）寺尾調節池、5月 19日（水）

三ツ又沼、菅間緑地の自然めぐりについては次

号にて詳細をおしらせします。 

●社会環境部会（2010年 4月度） 

日時：4月 14日（水）15:00-17:00 

場所：川越市役所本庁舎 7G会議室 

	 毎月第 2水曜日に開催で次回は 5月 12日 

◆10周年記念出版編集会議（第 6回） 

日時：4月 15日（木）10:00-12:00 

場所：生活クラブ生協くらぶルーム 

（川越市東田町 5-12） 

問い合わせ：横山（049-247-2555） 

	 毎月第 3木曜日に開催で次回は 5月 20日 

★和光市・白子の湧水とカタクリの花の観察会 

日時：4月 23日（金）9:00-16:00（小雨決行） 

集合：9:00川越駅西口暫定自由広場 

（川越市脇田本町 8番地先） 

見学先：白子・大阪湧水群、カタクリ、イチリ

ンソウ、ニリンソウの花が見られる和光市の新

倉ふれあいの森、和光樹林公園、（NPO法人「和

光・緑と湧き水の会」高橋絹世さんの案内） 

定員：10~12人 

参加費：1,500円 

持参物：飲み物、弁当、帽子、長袖シャツなど 

	 参加希望者はかわごえ環境ネット事務局（Te

l.049-224-5866）へ 4月 9日までに連絡してくだ

さい。 

◆理事会（2010年度第 2回） 

日時：4月 27日（火）9:30-12:00 

場所：川越市役所本庁舎 3A会議室 

	 第 3回理事会は、5月 28日（金）10:30-12:00

に開催予定 

●2010（平成 22）年度総会 

日時：5月 16日（日）10:00-11:30終了予定 

場所：川越市立博物館視聴覚ホール 

（川越市郭町 2-30-1） 

内容：2009年度事業報告、2009年度決算報告及

び会計監査報告、役員の改選、2010年度事業計

画、2010年度予算、その他 

●懇親会 

日時：5月 16日（日）総会終了後 

場所：どんぐりの木（川越市大手町 8-6） 

参加費：1,500円（当日集金）を予定

会員・関係団体の主催行事

●福原ファームクラブ 

問い合わせ：横山三枝子（Tel.049-246-9319） 

☞おいしく・楽しく農業体験 

◆4月 10日（土）9:30集合-12:30ごろ 

◆5月 8日（土）9:30集合-12:30ごろ 

集合：明見院（川越市今福 677） 

クラブ会費：1家族 1,000円（保険代・備品代等）、

クラブ員でない参加者は 1人 100円（保険代）

とします。4 月はとうもろこしの植え付けなど

を予定、5月は未定です。 

●特定非営利活動法人 

武蔵丘陵森林公園の自然を考える会 

問い合わせ：谷津弘子（Tel.049-224-9118） 
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☞森林公園自然観察会 

	 国営武蔵丘陵森林公園南口休憩所に 10:15 集

合、15:00 過ぎ終了解散、参加費 200 円、入園

料 400円。昼食、観察用具、雨具持参。雨天決

行。 

◆4月 20日（火）当会主催 

	 4 月は、スミレやシュンランやフデリンドウ

の花が見ごろです。林の中を飛び交うミヤマセ

セリや野鳥のさえずりを楽しみましょう。 

◆5月 16日（日）当会主催 

	 5 月は、ルリタテハの幼虫やハルゼミの抜け

殻を観察します。ジュウニヒトエなどの野草を

楽しみましょう。 

●クリーン&ハートフル川越 

問い合わせ：武田侃蔵（Tel.090-2521-5770） 

☞「やめましょう！歩きタバコ・ポイ捨て・

放置自転車」のゼッケンをつけて、まち美

化啓発運動 

1. 第 1火曜日・第 3木曜日（13:30-15:00） 

◆4月 6日（火）・15日（木） 

◆5月 4日（火）・20日（木） 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から川越市役所まで。 

2. 第 2日曜日（9:30-11:00） 

◆4月 11日（日）・5月 9日（日） 

	 本川越駅交番横から各方面に分かれて活動、

中央公民館でごみまとめ。 

3. 第 4土曜日（13:30-15:00） 

◆4月 24日（土）・5月 22日（土） 

	 川越駅東口アトレ横歩道橋下から本川越駅まで。 

4. 「春まつりまち美化」市内中心部ポイ捨てご

み拾い 

◆5月 1日（土）9:30-12:00 

	 本川越駅前交番横 9:30集合。数方向に分かれ

て 12:00 本川越帰着。参加者は武田までご連絡

ください。 

5. 水と緑と伝統のまち川越 12 回探訪・ついでに

クリーン 

◆第 1回：4月 17日（土）9:00-15:00 

	 小雨決行。9:00 川越市駅前集合、9:10 出発。

七福神の弁天様―星野高校新河岸川沿い―上流

へ―新河岸川元標―赤間川用水路沿い―尚美学

園大学―山王塚古墳―西福寺―大東公民館（地

元歴史研究会との交流）‐入間街道―安比奈廃

線跡―南大塚駅 15:00・解散 

	 保険加入のために 4 月 15 日までに氏名・住

所・連絡電話等を武田までご連絡ください。携

帯電話 090-2521-5770・Fax.049-222-0786 

E-mail: clean@pop.kcv-net.ne.jp 

◆第 2回：5月 15日（土）9:00-15:00 

	 9:00JR西川越駅集合、入間川右岸―東上線の

水泳臨時駅跡―小ヶ谷渡し跡―河越館跡史跡公

園―入間川左岸―堰観察―資源化センター見学

‐青林寺付近の湧水―鯨井のヒイラギー日枝神

社―東京国際大学キャンパス―霞ヶ関駅 15:00

解散。5月 1日から武田まで申し込みを。 

●東洋大学小瀬研究室 

申込・問い合わせ：小瀬博之（E-mail・Faxでお

願いします。E-mail: hkose＊eng.toyo.ac.jp（＊は

半角@に変換ください）, Tel./Fax.049-239-1532） 

詳細 http://team-6.eng.toyo.ac.jp/hue/012083.html 

☞第 2回川越キャンパスエコツアー 

（ウワミズザクラと屋上庭園） 

◆4月 16日（金）9:30-12:00 

集合：東洋大学川越キャンパス福利厚生棟特別

会議室（川越市鯨井 2100、建物の北側中ほどに

ある扉から入っていただきます。9:00には開室

しています），人数：15名程度（準備の都合上、

4 月 14 日までに参加の旨お知らせください），

参加費：無料，雨天決行 

交通：東武東上線鶴ヶ島駅東口下車徒歩 15分、

お車でお越しの際は、南門から入り、南門守衛

所で用件をお伝えください。 

	 川越キャンパスにおける地域の方々との環境

コミュニケーションの一環として、1 月に続い

て 2回目のエコツアーを実施します。 

	 昨年は、4月 16日に学内のウワミズザクラが

満開でしたので、日程を合わせて実施します。

ソメイヨシノとは違った可憐な花を楽しんでく

ださい。昨年は、同じ日に日本固有種である鳥

類のアオゲラも観察できました。 
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	 また、大学の緑化への取組として、時間に余

裕があれば、当研究室の湿生植物による屋上緑

化実験施設と新築の 7号館屋上庭園も見ていた

だきます。 

参考：川越キャンパス生態系データベース 

http://team-6.eng.toyo.ac.jp/practice2-2009/ 

●(財)埼玉県生態系保護協会川越・坂戸・鶴ヶ島支部 

問い合わせ：笠原啓一（Tel.049-222-0957） 

☞伊佐沼探鳥会 

時間：10:00集合-12:00（小雨決行） 

集合：伊佐沼の西側にある東後楽会館入口近く

の蓮見橋 

持ち物：筆記用具、あれば双眼鏡 

参加費：300円、高校生以下 100円 

（保険料・資料代として） 

◆4月 11日（日） 

	 冬の間行われた工事も年末までお休みです。

水を溜めた沼に鳥たちが戻ってきているでしょ

うか。魚は、植物は変わりないでしょうか。生

き物が一斉に活動する春です。わたしたち人間

も活動する春です。自然の営みを観察し、元気

をもらいましょう。 

◆5月 9日（日） 

	 5月 10日から愛鳥週間（バードウイーク）で

す。鳥にとって一番大切な子育ての時期です。

鳥は寿命が短いので、子育てを一年失敗すると

絶滅の心配があります。親の命を無事子供に引

き継ぐようこの時期に愛鳥週間ができました。

伊佐沼ではカイツブリ、オオヨシキリ、カルガ

モなどが子育てをします。その様子を観察し応

援しましょう。

会員からの一言コーナー
●このコーナーについて（こせ） 

	 今までの投稿は活動報告が主体でしたが、も

っと気軽に一言書きたい、花の見ごろを伝えた

いという要望があり、「会員からの一言コーナ

ー」を設けてみました。短い投稿を編集後記に

も書いてある通り受け付けますので、会員のみ

なさまの投稿をお待ちしております。 

	 ただし、本誌の発行は 1か月ごとですので、

ホットな情報を伝えることができません。そこ

で、本会のホームページはブログですので、会

員のみなさまからのユーザー登録の希望があれ

ば、旬な情報をすぐにでも掲載できるようにな

ります。また、設置しているコメント欄（http:/

/kawagoekankyo.net/news/000304.html）で要望を

お知らせいただければいろいろと検討したいと

思いますので、ぜひご意見をお聞かせください。 

	 さっそく、理事の宮澤宏次さんから花の見ご

ろ情報が届きましたのでお伝えします。 

●（仮称）川越市森林公園計画地	 開花情報 

（宮澤宏次） 

❀コブシ･･･4月 3日現在開花しました。 
今年は花が少ないようです。 

 
❀ウワミズザクラ････葉が出てきました。 

4月中旬ころ開花すると思われます。お楽しみに。 
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❀ヤマザクラ 

 
巣箱 

 

参考までに 

	 コブシは、和名「辛夷」（コブシ）（モクレン

科モクレン属）、別名：田打ち桜、ウワミズザク

ラは、和名「上溝桜」（ウワミゾザクラ）別名：

コンゴウザクラ、古名：ハハカ 

	 新潟県では、果実を塩漬けにしたものを「あ

んにんご」と読んで食べるそうです。 

	 巣箱は 1月 24日自然部会主催の「巣箱作り」

に 5組の親子が作ったものです。 
❀	 森を歩くときの注意	 ❀ 

❀「森のさんぽ道」以外の場所へは入らない 

❀植物を採らない 

❀ゴミは持ち帰りましょう 

 

編集後記
●会員からの活動報告・告知等を随時募集 

	 会員の活動報告をぜひお知らせください。写

真も掲載可能です。また、本会会員や関連団体

等が主催する公開イベント等の情報の掲載等も

受け付けています。2010 年 5 月号（No.043，4

月下旬発行予定）の掲載原稿は、4月 16日（金）

事務局必着です。電子データでいただけると助

かります。詳しくは、かわごえ環境ネット事務

局までお問い合わせください。 

●関係部署の 4月人事異動 

	 かわごえ環境ネットの活動も範囲が広くなり

ましたので、市役所や県の関係機関の 4月人事

異動をお知らせします。 

◇川越市環境部	 環境部長	 森政一、環境政策

課長	 奥富政幸、環境保全課長	 島田友行、資

源循環推進課長	 益子俊明、同副課長	 百瀬薫、

収集管理課長	 川野修治、同副課長	 野村孝一、

環境施設課副課長	 小峰健治、同資源化センタ

ー担当副参事	 田中衛、同資源化センター所長

大野治美、小川環境部長は福祉部長に、齊藤環

境保全課長は子育て支援課長に、地球温暖化対

策担当の箕輪主査が保育課副課長に、後任に新

井主査が、資源循環推進課の減量リサイクル推

進担当の岸野主査が農業委員会事務局に、後任

に波田野主査が就任しました。 

◇都市計画関係	 都市計画部長	 山田陽太郎、

まちづくり推進担当理事	 鹿ノ戸健次、都市計

画担当参事	 辻幸二、都市景観課長	 神田豊、

公園整備課副課長	 寺尾和晃となりました。山

田部長は国土交通省の建築指導課長補佐からで

東京都在住、辻参事は県の道路環境課主査から

で、平成 14年から 2年、川越県土整備事務所で

道路環境担当課長を務め、東松山市在住です。 

◇建設部関係	 建設部長	 岡本茂、副部長兼街

路課長	 大新井文雄、道路環境整備課長	 荷田

政明、河川課長	 舟橋憲一、同副課長	 西沢秀

夫、建築課と住宅課が合併しました。	  

◇川越県土整備事務所	 所長	 池田秀生、副所

長兼技術管理主幹	 宮寺弘隆、河川部長	 下田

俊哉、河川担当課長	 石川修、道路環境部長	  

村上敏雄、道路施設公園担当課長	 石塚高弘 

高沢所長は県土整備部の副部長に、小林河川部

長は東松山県土整備事務所の河川砂防部長に、

大附河川担当課長は東松山県土整備事務所の道

路相談担当部長に、諏訪道路環境部長は熊谷県

土整備事務所副所長に異動。  （武田侃蔵） 
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イベントカレンダー（4月 7日~5月 29日） 
日 月 火 水 木 金 土 

★：会員内外を対象にした公開・出展イベント 
●：会員全員が対象の総会・部会・イベント 
◆：理事・委員等が対象の理事会・委員会 
◎：会員主催のイベント等 
○：その他	 詳細は個別の記事をご覧ください。 

4/7 
 

8 9 
●15:00自然
環境部会 

10 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

4/11 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

12 
○理事立候補

事務局必着 

13 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 
◆13:00広報
委員会 
◆14:00理事会 

14 
★9:00川越の
自然めぐり 
●15:00社会
環境部会 

15 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

16 
◎9:30川越キ
ャンパスエコ

ツアー 
○本誌 5月号
原稿投稿締切 

17 
◎9.00水と緑
と伝統のまち

川越 12回探
訪・ついでに

クリーン 

4/18 
 

19 
 

20 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

21 22 23 
★9:00和光市・
白子の湧水とカ

タクリの花の観

察会 
◯総会出欠はが

き必着 

24 
◎13:30まち
美化啓発運動 

4/25 
 

26 
 

27 
◆9:30理事会 

28 29 
昭和の日 

30 
 

5/1 
◎9:30「春まつ
りまち美化」

市内中心部ポ

イ捨てごみ拾

い 
5/2 
 

3 
憲法記念日 

4 
みどりの日 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5 
こどもの日 

6 7 8 
◎9:30おいし
く・楽しく農

業体験 

5/9 
◎9:30まち美化
啓発運動 
◎10:00伊佐沼探
鳥会 

10 
 

11 
★9:30（仮称）
川越市森林公園

計画地植物調査 
 

12 
★9:00川越の
自然めぐり 
●15:00社会
環境部会 

13 14 
●15:00自然
環境部会 
○会費納入期限 

15 
◎9.00水と緑
と伝統のまち

川越 12回探
訪・ついでに

クリーン 
5/16 
●10:00 2010
年度総会 
●12:00 懇親
会 
◎10:15武蔵
丘陵森林公園

自然観察会 

17 
 

18 
 

19 
★9:00川越の
自然めぐり 
 

20 
◆10:00 10周
年記念出版編

集会議 
◎13:30まち
美化啓発運動 

21 
 

22 
◎13:30まち
美化啓発運動 

5/23 
 

24 
 

25 
 

26 27 28 
◆10:30理事会 

29 
◎新河岸川景

観サイクリン

グマップ調査

9:00～16:00 
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